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瀬戸内島嶼部の柑橘類栽培農家中高年女性における

骨密度および生活習慣病関連指標

抄　録

本研究では柑橘類農家中高年女性の生活習慣病に関連する身体的・代謝的特徴を知るため，瀬戸内海島嶼部
の健康な女性 107 名（平均年齢 59.9 ± 8.3 歳，S・ Y町グループ）について骨密度と生活習慣病関連指標を調
べ，地方都市居住の女性 86 名（平均年齢 60.2 ± 7.4 歳，M市グループ）の結果と比較した。二重 X線吸収法
（DXA）で測定した S・ Y町グループ女性の骨密度はM市グループ女性の測定値よりも高かった。一方，S・

Y町グループ女性の生活習慣病関連指標（中性脂肪，HDLコレステロール，LDLコレステロール，HbA1cなど
の血中濃度，血圧および上腕―足首間脈波伝播速度）はM市グループ女性よりもリスクが高い値を示した。し
かし，S・ Y町グループ女性の本研究での測定値はいずれも健常の範囲内であった。S・ Y町グループ女性の
生活習慣病予防のためには，食生活改善や身体活動推進など，地域の実情に応じた健康のためのライフスタイ
ル改善の推進策が必要と考えられる。
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緒言

近年の社会構造の変化にともない，都市，農山村，
島嶼部など生活環境が異なる地域の住民の生活習慣や
ライフスタイルは従来と著しく変化し，むしろ地域差
は少なくなる傾向にある。しかし，地域住民の生活習
慣病予防に取り組む上では，地域の生活環境を背景と
した健康実態調査と健康増進への取り組みの重要性が
唱えられている 1，2）。地域の特性を考慮して生活習慣
病とその危険因子を考察した報告は都市住民と農村部
住民の間での比較に多くみられる。都市部と農村部の
住民の骨密度を比較すると農村部住民が高い傾向にあ
る 3，4）。一方，高脂血症や高血圧などの動脈硬化関連
の危険因子は農村部住民が多く持つ傾向にある 1，5，6）。
農村部周辺の市街化が進んでいる地域住民について
は，車社会の発達による運動不足などから，血清総コ
レステロール値が高く，高血圧の人も多い傾向にある
ことが報告されている 7，8）。
地域住民の健康を考える上で，地域に豊富な食材摂

取や食習慣の特徴は無視できない。
百瀬らは，農村従事者女性の LDLコレステロール

が高い傾向にある要因として，従来から多めに食事
量を作る農村の食習慣・食行動に着目して考察して
いる 9）。一方，食を含めた地域の環境特性と住民の健
康を考える上で，みかん産地を対象とした報告は興味
深い 10，11）。自記式アンケートにより 6000 人規模で実
施したみかん摂取と生活習慣病有病率に関する横断的
調査の結果，みかんを毎日摂取しているグループでは
糖尿病・高血圧・心臓病・痛風の有病率が有意に低
く，みかんの摂取がこれらの生活習慣病に対して予防
的効果を有する可能性が示唆された。柑橘類摂取の効
果としては LDLコレステロールに対する抗酸化作用，
血中中性脂肪値低下による動脈硬化抑制効果が示唆さ
れている 12，13）。
そこで，我々は瀬戸内地方の柑橘類産地に着目し，

国内有数のレモン産地である瀬戸内海の島嶼部と沿岸
の地方都市の間で，中高年女性の骨密度と動脈硬化関
連指標を比較検討し，地域の特性と生活習慣病の関係
を調べることとした。本研究は，柑橘類農家における
食生活（特に柑橘類摂取）と健康との関係を今後明ら
かにしていく前段階として，島嶼部農家の中高年女性
は骨密度などの身体計測値や生活習慣病関連指標にど
のような特徴がみられるかについて，運動や食生活な
どの生活習慣が大きく異なると考えられる都市型住民
と比較することでその特徴を把握することを目的とし
た。

対象および方法

1）対象
広島県東部にある瀬戸内海沿岸の地方都市と島嶼部

で生活する中高年女性を対象とした。島嶼部にある瀬
戸田町（人口約 9000 人）と豊町（人口約 3000 人）は
日本有数の柑橘類の産地である。【JA三原せとだ】と
【JA広島ゆたか】の協力を得て，組合員の中でレモン
栽培する農家の主婦に研究の主旨と方法の説明を行
い，研究協力の承諾が得られた中高年女性 107 名を対
象とした。対象者のうち 88 名は現在もレモン栽培に
従事しているが，19 名はレモン栽培の経験者で現在
は軽作業と家事に従事している。この対象者グループ
を本論文では S・ Y町グループと呼ぶ。
一方，都市型生活者としては，瀬戸内海沿岸の本土

側の小都市である三原市（人口約 10 万人）住民を研
究対象者とした。市広報での募集に応じた中高年女性
に研究の主旨と方法の説明を行い，研究協力の承諾が
得られた 86 名を対象とした。ほとんどの対象者は市
街地での生活者である。この対象者グループを M市
グループと呼ぶ。
対象者の属性を表 1に示す。年齢及び閉経後年数の

平均値は両グループ間で有意差は認められなかった。
S・ Y町および M市の両グループとも問診によって
現在の健康状態を確認して健常であることを確認され
た対象者のみについてデータとしたが，過去をさかの
ぼっての調査は行っていない。

2）方法
S・ Y町グループについては 2008 年 9 月に，また

M 市グループについては 2007 年 12 月に身体計測，
体組成計測，骨密度，血液採取，血圧脈波測定を実施
した。いずれの測定も県立広島大学保健福祉学部にお
いて行った。
（1）身体計測および体組成計測
体組成計（タニタ BC-118D）を用いて体重のほか

に体幹，上肢，下肢の体脂肪率，推定筋肉量を計測し
た。腹周囲長（臍レベル）は立位および仰臥位で計測
したが，立位の値を採用した。
（2）骨密度測定

X線骨密度測定装置（Hologic社製： QDR-4500A）
を用いた DXA法により，腰椎（L1~L4）および左大
腿骨頚部の骨密度を測定した。
（3）動脈硬化評価
日本コーリン社製血圧脈波検査装置 formを用いて

上腕―足首間の脈波伝播速度（baPWV）と上腕での
血圧を測定した。血圧および baPWVの値の比較には
左右平均値を用いた。
（4）血液の生化学・血清学的検査
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検査時に 5mlの採血を行い，生化学的検査に供し
た。測定項目は，総コレステロール，HDLコレステ
ロール，LDLコレステロール，中性脂肪，HbA1cと
し，血液検査業者に測定を依頼した。

3）統計処理
計数および統計処理は Microsoft Excel 2007 により

行った。S・ Y町と M市の結果の比較では，Student

の対応のない標本間での t 検定により有意性（両側検
定で 5％レベル）を検討した。

4）研究倫理的配慮
研究の計画，遂行については県立広島大学保健福祉

学部研究倫理委員会の承認を得た。また，すべての被

験者には研究の主旨，方法，結果の扱いなどについて
説明の後，承諾書による了解を得た。

結果

1）体格・体組成
S・ Y町と M市の中高年女性について体格および

体組成に関する計測結果を表 2 に示す。身長，体重，
BMIは平均値で比較すると両グループ間で有意差は
認められなかった。また，立位での腹周囲長（臍レベ
ル），肥満度，体脂肪率においても有意差は認められ
なかった。しかし，左下肢の推定筋肉量は有意に
S・ Y町住民の値が大きく，右下肢筋肉量も大きい
傾向にあった。

S・Y町（n=107）
平均値 ±SD

M市（n=86）
平均値 ±SD

ｔ検定による注1）
p 値

年齢（歳） 59.9±8.3 60.2±7.4 0.823

閉経後年数（年） 10.8±8.9 10.7±7.7 0.921

注１）対応のない標本のｔ検定

表１　対象者の属性

計測項目 S・Y町（n=107）
平均値 ±SD

M市（n=86）
平均値 ±SD

ｔ検定による 注１）
ｐ値 注２）

身長（cm） 152.7±5.9 153.7±4.9 0.218

体重（kg） 54.3±8.0 53.3±8.5 0.394

体脂肪率（％） 33.9±6.1 33.4±6.4 0.624

ＢＭＩ 23.3±3.0 22.6±3.4 0.127

肥満度（％） 5.8±13.8 2.5±15.6 0.130

立位腹周囲長（cm） 83.9±8.9 81.4±9.6 0.066

右下肢体脂肪率（％） 34.2±4.5 33.9±5.0 0.624

右下肢推定筋量（kg） 5.5±0.6 5.3±0.6 0.065

左下肢体脂肪率（％） 34.5±4.6 34.3±5.0 0.753

左下肢推定筋量（kg） 5.6±0.6 5.4±0.6   0.018 *

体幹体脂肪率（％） 34.2±6.9 33.8±7.2 0.705

体幹推定筋量（kg） 18.9±1.7 18.7±1.7 0.757

注１）　対応のない標本の t検定
注２）　* p < 0.05 で有意差ありを示す

表２　S・ Y町およびM市における身体計測と体組成計による計測結果の比較



2）骨密度
S・ Y町および M市グループについて DXA法に

よる大腿骨頸部と腰椎（L1-L4）の骨密度測定結果を
表 3に示す。大腿骨頚部および腰椎の骨密度（g/cm2）
と骨密度の若年成人平均値比較（YAM％）を両グル
ープで比較すると，S・ Y町グループが M市グルー
プよりも高く，特に大腿骨頸部では有意差が認められ
た。

3）血液検査
表 4に動脈硬化関連指標となる血液検査結果とコレ

ステロール値から算出した動脈硬化指数，ならびに糖
尿病関連指標である HbA1cの値を示す。測定したい
ずれの測定項目の値も健常者の基準値の範囲である
が，両グループを比較すると S・ Y町グループでは
動脈硬化の危険因子が高かった。S・ Y町グループ
は血中 LDLコレステロール値と中性脂肪値が有意に

高かった。逆に，HDLコレステロール値は有意に低
い。これらのコレステロール値からの計算で得られる
動脈硬化指数は S・ Y町グループはM市グループよ
りも有意に高い値を示した。
一方，糖尿病の指標として知られている HbA1cに

ついては S・ Y町グループはM市グループと比べて
有意に高い値であった。

4）血圧および動脈脈波伝播速度
血圧脈波検査装置で計測した上腕での血圧と上腕―

足首脈波伝播速度（baPWV）の比較を表 5 に示す。
上腕での最高・最低血圧を比較すると S・ Y町グル
ープではM市グループよりも有意に高い値であった。
また，動脈硬化の程度を示す上腕―足首脈波伝播速度
（baPWV）の左右平均値では，有意差は認められなか
ったが S・ Y町が高い傾向にあった。
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骨の計測部位・項目 S・Y町（n=107）
平均値 ±SD

M市（n=86）
平均値 ±SD

ｔ検定による 注１）
ｐ値 注２）

大腿骨・骨密度（ｇ／ cm2） 0.85±0.14 0.79±0.14 　0.000 **

大腿骨・若年齢比較（YAM ％） 98.9±16.0 91.6±16.1 　0.000 **

腰椎・骨密度（ｇ／ cm2） 0.89±0.18 0.86±0.14 0.243

腰椎・若年齢比較（YAM ％） 87.4±17.2 84.5±13.8 0.247

注１）対応のない標本の t検定
注２）** p < 0.01 で有意差ありを示す

表３　S・ Y町およびM市における大腿骨および腰椎の骨密度の比較

測定項目 S・Y町（n=107）
平均値 ±SD

M市（n=86）
平均値 ±SD

ｔ検定による 注１）
ｐ値 注２）

総コレステロール（mg／ dl） 217.8±30.9 211.8±33.8 0.197

ＨＤＬコレステロール（mg／ dl） 59.7±13.5 70.1±17.0 　0.000 **

ＬＤＬコレステロール（mg／ dl） 128.7±28.8 116.4±29.4 　0.004 **

中性脂肪（mg／ dl） 160.7±86.9 129.6±83.1   0.013 *

動脈硬化指数 2.82±0.94 2.21±1.06 　0.000 **

ＨｂＡ１ｃ（％） 5.3±0.6 5.05±0.5 　0.000 **

注 1）対応のない標本の t検定
注 2）* p < 0.05 で有意差ありを示す
　　   ** p < 0.01 で有意差ありを示す

表 4 S・ Y町およびM市における血液検査結果の比較
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考察

S・ Y町は瀬戸内海の島嶼部に位置する日本有数
の柑橘類産地であり，研究対象とした中高年女性は柑
橘類生産農家に従事しているかその経験者である。一
方，M市は瀬戸内沿岸にある人口約 10 万人の地方都
市であり，研究対象者は市街地に住む都市型生活をし
ている中高年女性である。 S・ Y町とM市の気候条
件はほとんど変わらない。
本研究で明らかになった S・ Y町（島嶼部）グル

ープの中高年女性の顕著な特徴の一つは骨密度の高さ
であった。本研究で対象とした両グループの中高年女
性の間では年齢，身長，体重，BMIの平均値に有意
差は認められなかったが，S・ Y町グループでは大
腿骨と腰椎の骨密度が M市グループに比較して高い
値を示し，特に大腿骨については S・ Y町グループ
において有意に骨密度が高かった。都市部と農村部の
住民の骨密度を比較した報告ではこれまでも農業従事
による身体活動の特徴を反映して農村部住民が高い傾
向にあることが報告されている 3，4）。S・ Y町中高年
女性の場合には，長年にわたる柑橘類栽培などへの従
事の過程で，島嶼部特有の急傾斜地での作業，生産物
の運搬などの作業などにより，下肢や体幹の筋肉が発
達していることが大きな要因と考えられる。このこと
は特に S・ Y町中高年女性の下肢推定筋肉量がM市
住民よりも高い傾向にあることからも推定された。
一方，S・ Y町（島嶼部）中高年女性の特徴は生

活習慣病関連指標にも見られる。S・ Y町グループ
は血中の LDLコレステロール値と中性脂肪値がM市
グループよりも有意に高い。逆に HDLコレステロー
ルは有意に低い。コレステロール値から算出した動脈
硬化指数は S・ Y町グループがM市グループよりも
有意に高い。また，血圧および動脈脈波伝播速度につ
いての結果も上記血液検査の結果を反映している。す
なわち，S・ Y町グループでは上腕での最高・最低

血圧が M市グループよりも有意に高く， baPWVも
有意差はないが S・ Y町グループが高い。baPWVは
動脈硬化の指標となりうることが報告されている 14）。
糖尿病の指標となる HbA1c％は危険域ではないもの
の M 市グループよりも有意に高い値を示している。
これらの結果は，S・ Y町グループ住民は M市グル
ープ住民よりも内臓脂肪の貯蔵が多く，いわゆるメタ
ボリックシンドロームの予備群の様相をおびていると
いえる。

M市グループは公募に応じた被験者であり，この
ような場合には運動・食生活などと健康に対する関心
が強く，積極的に健康維持に取り組んでいる人達であ
る可能性があり，そのことが生活習慣病関連指標の面
でM市グループが S・ Y町グループよりも良好な結
果を示す一因である可能性は否めない。しかし，大腿
骨骨密度に関しては島嶼部の被験者が有意に高い結果
となっている。日常的な健康への意識と行動に加えて，
居住する生活環境（食生活、労働形態）が影響してい
る可能性は今回の結果に強く示さていると思われる。
農村部住民におけるメタボリックシンドロームの実

態を調査した大林らの報告では男性の 11.5 ％，女性
の 2.2 ％がメタボリックシンドロームに該当し，年齢
に伴い増加する傾向にあるという 15）。高脂血症や高
血圧などの動脈硬化関連の危険因子は農村部住民が多
く持つ傾向にあるが 1，5，6），百瀬らは農村従事者女性
の LDLコレステロールが高い傾向にある要因として，
従来から多めに食事量を作る農村の食習慣・食行動に
着目して考察している 9）。
本研究では当初，島嶼部の柑橘類栽培農家中高年女

性は長年にわたり傾斜地での移動，運搬などの運動量
が豊富であり，食生活においては日頃より柑橘類も豊
富に食することが期待されることから，骨密度が高く，
動脈硬化関連指標も市街地住民よりも健康的な値を示
し，生活習慣病の可能性は比較的低い集団であること
を予測していた。特に，レモンの効果として動脈硬化
抑制作用が知られており 12，13），レモン栽培に従事す

測定項目 S・Y町（n=107）
平均値 ±SD

M市（n=86）
平均値 ±SD

ｔ検定による 注１）
ｐ値 注２）

上腕・最高血圧（mmHg）注 3） 134.2±21.9 125.8±15.0    0.003 **

上腕・最低血圧（mmHg） 78.7±12.3 73.7±10.4    0.003 **

baPWV（cm/ ｓ） 1555.2±287.7 1488.8±270.2 0.105

注１）対応のない標本の t検定
注２）** p < 0.01 で有意差ありを示す
注３）血圧および脈波伝播速度の値は左右平均値を示す

表 5 S・ Y町およびM市における血圧および上腕―足首脈波伝播速度（ba ＰＷＶ）の比較
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る住民の結果としては予想外の結果であった。このよ
うな結果は，近年の生活環境の急激な変化が農村部に
も波及している結果であることが考えられる。農村部
あるいは島嶼部では特に農作業の機械化が進み，作業
の多くは軽作業となっている。また，車社会の日常化
とともに生活の中での運動量不足は市街地周辺部に広
がり都市部よりも都市周辺部のより車依存の生活者で
血管年齢が高い結果となっている 16）。一方，食生活
は都市部と変わらない高カロリー食品が容易に入手・
摂食されるようになってきている。高橋らは，農村に
おける生活習慣病を考える上で，食習慣や食品の摂取
回数や摂取食品の種類が密接に関連することを報告し
ている 17）。
今回の調査結果をもとに，S・ Y町中高年女性に

みられた特徴がどのような生活環境と関係しているの
かについて運動と食生活との関連で研究を進め，生活
習慣病関連指標の改善を図りたい。
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Bone mineral density and risk factors for metabolic
syndrome in middle-aged and elderly women in the citrus

fruit farmers living  on a Japan Inland Sea island

Abstract

To determine the physical and metabolic features related to metabolic syndrome in middle-aged and elderly women in the

citrus fruit farmers, we examined the bone mineral density and risk factors for metabolic syndrome in 107 healthy women

（mean age 59.9± 8.3） living on a Japan Inland Sea island （S・ Y town group） and compared them with 86 healthy

women （mean age 60.2± 7.4） living in a local city （M city group） . Bone mineral density in the women of the  S・
Y town group was higher than that of the M city group. On the contrary, the women in the  S・ Y town group were at a

higher risk for a metabolic syndrome （values of serum lipid, LDL-cholesterol,  HDL-cholesterol and HbA1c, blood

pressure and brachial-ankle pulse wave velocity） . These risk factors for metabolic syndrome in the  S・ Y town group

were still within normal limits for healthy adults. 

In order to prevent metabolic syndrome in the  S・ Y  town group, a health policy based on a community-based strategy

should be implemented to encourage the people to change over to a healthy lifestyle, including good eating habits and

physical activity.

Key words : citrus fruit farmers、middle-aged and elderly women、bone mineral density

metabolic syndrome


